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【原稿種別】 

 

ドゥルーズ哲学と新プラトン主義 

――超越と内在のあいだで―― 

内藤 慧 

 

 

序 

 

 ドゥルーズ哲学は一般に反プラトニスムの哲学として理解される傾向がある。彼の哲学の内に

「プラトニスムの転倒」というスローガンによって示される、ある種の反プラトン主義的哲学の構

築という企図があることは、初期から晩年に至るまで継続する彼のプラトンへの批判的言及を参照

すれば十分に理解されるだろう。しかし、ドゥルーズがテクスト上批判している対象だからという

理由で、プラトン哲学ないしそれに連なる哲学の存在を読解上軽視することには慎重にならなけれ

ばならないだろう。例えばアラン・バディウは『存在の喧騒』において、ドゥルーズの哲学は「プ

ラトニスムの転倒」を企てていながら、実のところ自身の哲学に「一者」を導入することによって、

プラトニスムを再興、強化してしまっている、という旨を指摘している1。バディウの議論のテクス

ト研究としての評価は別としても、ドゥルーズ哲学に対する、隠れたプラトニスムの指摘という問

題提起それ自体は無視できるものではない。 

 現状ではドゥルーズ哲学におけるプラトニスムの重要性を指摘する研究は管見の及ぶ限りでも

まとまった形ではないにせよ数点存在し、程度の差はあれその重要性は研究者の間で共通見解とな

っている2。だが、多くはドゥルーズのプラトンに対する肯定的言及の存在を指摘するに留まって

おり、そもそも少なくともドゥルーズにおける「プラトニスム」とは何であるのか、という点が必

ずしも明確ではない。また、バディウの言うように超越的な一者が見出されることが即座に「プラ

トニスムの転倒」の失敗を意味するとすれば、そこには少なくともドゥルーズの言う「プラトニス

ム」と、「一者」の哲学とが等号で結ばれるという前提がなければならないはずだ。だがバディウ

はこの点に関して明確な典拠や議論を示してはいないし、後の研究においてもこの両者の関係につ

いて分析するものは少ない。本稿の結論を先取りするならば、ドゥルーズのテクスト上、「プラト

ニスム」と「新プラトン主義」は十分に区別されなければならない。 

本稿では、ドゥルーズ哲学を考える上での、「プラトニスム」や「新プラトン主義」の正当な位

置を検討することを目指す。それらがドゥルーズ哲学において果たす役割、それらの寄与を検証す

るためには、まずはそれらがドゥルーズ哲学においてどのように定義され、位置付けられているの

かを明確にしなければならないからだ。1章では、まずドゥルーズの「プラトニスム」への言及を

分析することで「プラトニスム」の定義を明らかにする。続いて 2 章以降では「新プラトン主義」

への言及を分析することでその定義を明らかにする。2章ではドゥルーズが「新プラトン主義」に
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見出されると考える対立する 2つの宇宙論を提示することで、彼の考える「新プラトン主義」像の

複数性、ないし複合性を顕わにする。ドゥルーズは新プラトン主義の内に、一方でプラトン的と形

容し得るような超越的原理を中心とした宇宙論を見出しつつ、他方でそれとは対極にある内在性を

原理とした宇宙論の可能性を指摘する。この議論を通して、少なくともドゥルーズのテクストにお

ける「新プラトン主義」の必ずしも「プラトニスム」的ではない位置付けが確認されるだろう。3

章では、ドゥルーズの示す複数的かつ複合的な「新プラトン主義」像を詳細に理解するために、プ

ラトン的超越性と、スピノザ的内在性の間に位置付けられた流出論としての「新プラトン主義」を

論じる『スピノザと表現の問題』第 11 章を参照する。以上の行程を通じて、ドゥルーズ哲学を考

える上での「プラトニスム」ないし「新プラトン主義」の妥当な位置を検討することが、本稿の目

指すところである。 

 

1. ドゥルーズ哲学における「プラトニスム」 

 

 本章では、「プラトンとシミュラクル」（『意味の論理学』所収）「プラトン、ギリシア人たち」

（『批判と臨床』所収）の 2つのテクストをもとに、ドゥルーズによる「プラトニスム」の定義を

確認したい。両テクストは執筆年代こそ隔たってはいるが、ドゥルーズのテクストには初期から

晩年に至るまで、継続してプラトンへの言及があり、著作の体系および関心に基づいた差異はあ

れど大枠としてはその内容は一貫している3。一般にドゥルーズにおける「プラトニスム」を論ず

る際には前者が引用される傾向にあるが、後者のテクストは、「プラトニスム」の解説にあたって

超越性と内在性という対比を採用しており、後に「プラトニスム」と「新プラトン主義」との関

係を見ていく際に有用になる。 

 

  極めて一般的な用語で言うなら、イデア論の動機は、選別する意志、選り分ける意志の側に

探し求められなければならない。差異を作ることが問題となっている。「事物」それ自体と事

物の像とを区別すること、オリジナルとコピーを区別すること、モデルとシミュラクルを区

別することである4。 

 

  プラトニスムは選別的教説として、すなわち、王位要求者たち、ライヴァルたちの選別とし

て姿を現す。あらゆる事物あるいはあらゆる存在が、ある程度の質を自負している。問題と

なってくるのは、さまざまな自負の妥当性ないし正当性を判断することである。・・・正当な

る王位要求者とは、分有するもの、第 2番目に保有するもの、つまり、その自負の妥当性が

イデアによって認められているものである。プラトニスムとは、新プラトン主義へと続いて

いく哲学的オデュッセイアである5。 

 

まず、ドゥルーズが「プラトニスム」と規定するものは、プラトンのいわゆるイデア論であ

る。つまり、イデア（オリジナル）とそれを分有するもの（コピー）を区別する考え方である。

そして、この考え方が目指すのは、諸々の分有するものたちを、イデアを規準として選別するこ

とである。これをドゥルーズは叙事詩『オデュッセイア』になぞらえて王位要求者たちの選別と
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語っている。ドゥルーズは「コピー」という概念を、イデアとの類似性によって定義しており6、

それらコピーがイデアを分有する程度、イデアに類似する程度に基づいて諸々の分有者に序列、

階層を設けることが、選別的教説としての「プラトニスム」であると、とりあえず理解できる。

そうであれば、ドゥルーズが「一般的に」との但し書きを付して規定した「オリジナルとコピー

を区別すること」以上に、諸々のコピーの間の選別ないし順位付け、つまりイデアを分有するも

のの側の序列化こそが、ドゥルーズの理解する「プラトニスム」の実像に近いと言えるだろう7。 

「プラトン、ギリシア人たち」においては、このコピーの善し悪しを選り分ける選別的教説と

しての「プラトニスム」について、それが超越性と内在性という対比を適用されつつ論じられて

いる。 

 

  彼は、内在性の領野自体のなかで発揮されかつ見出される超越性を発明しなければならない

のだ。これこそが、イデア理論の意味するところである。現代哲学はプラトンの後を追い続

けることになるだろう。・・・すなわち、そのようなものとしての内在的なるものの只中で、

一つの超越性に出会うこと。プラトニスムからもらった毒入りの贈り物、それは哲学に超越

性を導入してしまったこと、もっともらしい哲学的な意味を超越性に与えてしまったことで

ある8。 

 

先の引用（註 5の引用）と合わせて上の引用について、特に内在性、超越性という語の意味と

位置付けを確認したい。ドゥルーズにとってのプラトニスムとは自らの正当性を主張するものた

ち（コピー）の間で、イデアとの類似性を規準とした順位付けを行う選別的教説であった。上の

引用においては、諸々のコピーが自己の正当性を主張している状態のことが、内在性の領野とし

て規定されている。この段階にあっては、それらのコピーを選別する基準は存在しないため、あ

る意味でそれらコピーの価値は等しいということができるだろう。そしてこの内在性の領野に対

して、超越性を導入するのがイデア理論だとされている。このことから、これまでの議論も踏ま

えて、以下のように言うことができるだろう。プラトニスムとは、内在性の領野に対して、超越

性を導入することによって、内在性の領野内において選別を行い、諸存在者を階層化する理論で

ある。 

 ドゥルーズにとっての「プラトニスム」とは、規準がないために等価に扱われているものを、超

越的な規準を導入することによって区別する「選別的教説」であった。これをドゥルーズは内在性

の領野への超越性の導入として理解している。では、このような「プラトニスム」の位置付けに対

して「新プラトン主義」はどのような関係を持つに至るのだろうか9。 

 

2. ドゥルーズ哲学における「新プラトン主義」 

 

 ドゥルーズのテクストにおいて、「新プラトン主義」として語られる諸々の理論は、その実かな

り内容的に隔たっており、どれか一つを指定することは難しい。ただしそれらはいずれも超越性

と内在性という対比を巡るものである。本章ではその内の 2つについて確認する。 
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１ 超越的原理に基づく、階段的宇宙論 

まず一つ目は、先に確認した「プラトニスム」と共鳴し、それと地続きであるような「階段的

宇宙論」としての、「新プラトン主義」像である。しばしばドゥルーズは、超越性の導入による選

別的教説としての「プラトニスム」を論ずる際に、新プラトン主義との類似性を指摘する。その

ことは、既に註 5の引用に示されている。ドゥルーズにとって、選別的教説としての「プラトニ

スム」はプラトンの思想のみならず新プラトン主義についても該当するようだ。新プラトン主

義、並びにモーリス・ド・ガンディヤックによる新プラトン主義研究に関して言及する「内在性

の浜辺」（『狂人の 2つの体制』所収）においては、ドゥルーズはプラトニスムと新プラトン主義

とを併せて、以下のような宇宙論として纏めている。 

 

  ひとはしばしば、プラトン的、新プラトン的、中世的伝統にそっくりそのまま対応するよう

な、「階段的宇宙」を描写してきた。それは、超越的原理としての《一者》から吊るされた、

神聖な始原の一連の流出と還帰によって進んでいく宇宙である。《存在》はそこでは多義的あ

るいは類比的である。諸々の存在者は結局、この原理に対するそれら存在者の距離あるいは

近さに従って・・・実在性を有することになる10。 

 

ここでドゥルーズはプラトニスムと新プラトン主義とを区別することなく、両者に共通する考

え方として、超越的原理を基盤として規定される諸存在者が織りなす階段的宇宙論を描き出して

いる。ここには既に前章で確認した超越的なイデアを基にした選別的教説としての「プラトニス

ム」像がそのまま「新プラトン主義」へと接続されていることが伺える。「プラトニスム」につい

て、コピーの善し悪しの規準として語られたイデアとの類似性という観点は、ここでは超越的原

理との、諸存在者の距離という議論に置き換えられている。われわれが注目したいのは、上記の

宇宙論においても超越的なものを規準として、諸存在者に階層が設けられているということであ

る。「《存在》は多義的だ」とは、諸存在者の在り方に程度差があり（つまり、一義的ではない）、

それによって階層が設けられていることを現わしている11。このようにドゥルーズが考える「新

プラトン主義」の一側面としては、以上のように「プラトニスム」に非常に接近した階段的宇宙

論が指摘される。 

  

２ 内在性の浜辺が広がるアナーキー 

しかし、ドゥルーズはその一方で、それとは別の宇宙論を「新プラトン主義」に見出す可能性

に言及している12。 

 

  それはあたかも内在性の浜辺が諸段階や諸行程を通って広がっていき、諸階層の間で結び付

こうとするかのようである。そこでの《存在》は一義的で、等しいのだ。言い換えると、

諸々の存在者は、その各々が自己自身の力能を第 1原因との無媒介的近傍のなかで実現する

という意味で、等しく存在するということである。もはや遠隔原因は存在せず、岩壁やユ

リ、動物や人間は、一種の戴冠したアナーキーのなかで神の栄光を等しく歌うのである13。 
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 「内在性の浜辺」という語は「プラトニスム」を論じた際に示された内在性の領野という概念

と類似する表現のように思われる。内在性の領野には超越的規準が存在せず、それゆえに諸存在

者の間に段階的区別が生じないということは既に確認した。上の引用においても、内在性の浜辺

には諸存在者が「等しく存在する」と言われており、その様がある種のアナーキーであると語ら

れている。アナーキーとは超越的な規準がないことを示唆していると考えられる。ただし、この

テクストにおいては内在性の浜辺における諸存在者の平等さについて、単に判定基準がないこ

と、という以上の理由が語られている。内在性の浜辺においては、諸存在者は各々全てが第 1原

因との間に隔たりを持たず、ゆえに各々の存在者と第 1原因との間に距離の差が生まれない。重

要なことは、階段的宇宙論の原理は超越的であったのに対して、こちらの宇宙論では第 1原因が

遠隔原因ではないということ、つまり超越していないということだ。超越的規準が存在しないと

いうことと、第 1原因が超越的でないということは全く異なる事態である。前者が判定規準がな

いという意味でアナーキーであり、諸存在者が等価であるとすれば、後者は諸存在者に階層がな

いという意味で確かにアナーキーではあったとしても、非超越的な第 1原因を持っており、さら

にこの第 1原因と諸存在者との間が無媒介的であって距離を持たないが故にこそ、諸存在者の間

には階層が生じないのである。ドゥルーズの「戴冠したアナーキー」という表現は以上の事態を

現わしており、また諸存在者の在り方に階層的差異がないこと（つまり、多義的ではない）が、

「存在が一義的だ」と表現されているのだ14。以上のような、諸存在者が第 1原因に対して無媒

介的で非超越的であるが故に、等価で非階層的な宇宙論、「内在性の浜辺」の宇宙論が上の引用に

おいては語られている。 

 しかし、このような思想は一般におよそ「新プラトン主義」とは考えられないだろう15。実

際、ドゥルーズが採用する多くの語彙はドゥルーズが特にスピノザを論じる際に採用するもので

ある。重要なことは、ドゥルーズは一方で「プラトニスム」から帰結するような階段的宇宙論が

「新プラトン主義」にも見出されると指摘するが、他方でスピノザ哲学に関わる語彙によって解

説される「内在性の浜辺」としての宇宙論もまた「新プラトン主義」の内に見出されると考えて

いるということだ。対立する 2つの宇宙論が共に「新プラトン主義」像として語られ、「新プラト

ン主義」の内に見出されるとするならば、一方でドゥルーズにおける「新プラトン主義」それ自

体はそれら 2つの宇宙論のどちらか一方へと還元することはできないものだと考えるべきだろ

う。ドゥルーズの考える「新プラトン主義」像とは、一方で「プラトニスム」を、他方ではスピ

ノザ哲学を反映しつつ、それ自体としてはその両者と区別される独自の哲学だということにな

る。これを本稿では、「プラトニスム」的超越性の宇宙論と、スピノザ哲学的内在性の宇宙論との

間に位置付けられた 3つ目の「新プラトン主義」像として提示し、次章でより詳細に確認してい

くことにしたい。 

 

3. 『スピノザと表現の問題』における「新プラトン主義」 

 

ここまで、ドゥルーズの考える「新プラトン主義」に見出される「プラトニスム」的超越性の

側面と、スピノザ的内在性の側面とを確認した。『スピノザと表現の問題』（以下『表現の問題』）

においては、「新プラトン主義」に関してドゥルーズは、この超越性と内在性の両側面を併せ持つ
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微妙な立ち位置をより詳細に論じている。 

 

 ・・・プラトンにおいて分有の原理はとりわけ分有するものの側から求められた。分有は大

抵の場合、分有される側へ外から突如としてやってくる突発事として、分有されるものが受

ける暴力として、現われる16。 

 

新プラトン主義者たちは分有がいかなる暴力のもとで可能となるかを問うために、分有する

ものの諸特性（多様である、感覚的である、など）からはもはや出発しない。逆に新プラト

ン主義者たちは分有を分有されるものそのものにおいて基礎付ける原理と内的運動とを、そ

の分有されるものそのものの側から発見しようと努める17。 

 

『表現の問題』第 11章は、「分有」la participationを巡る「プラトン」と「新プラトン主義」と

の比較からはじまる。両者は分有を可能にする原理を分有する側（つまり諸々の感覚的事物）に

求めるか、あるいは分有される側（つまり英知的な性質）に求めるか、という点でまず対立して

いる。そして、分有の原理を分有される側に求める「新プラトン主義」の立場を以下のように要

約する。 

 

・・・プロティノスによって立てられた計画とは次のようなものである。つまり、最も高い

ものから出発し、発生や産出に模倣を従属させ、そして暴力の観念を賦与の観念に置き換え

ることである。・・・分有、それは・・・流出的である。流出は同時に原因と賦与とを意味し

ている。賦与による因果関係であるが、また産出する賦与でもある。真の活動は分有される

ものの活動であり、分有するものは結界に過ぎない18。 

 

もし分有を分有するものの側から考えるとすれば、それは分有されるものを模倣する運動であ

り、これをドゥルーズは「その本性に反するものによって分有されるようにイデアに強いる」19

という意味で暴力であるとする。つまり、ドゥルーズが「プラトニスム」に見出す分有とは、分

有する側から分有されるものに対して行使される暴力と規定され得る。これに対して、プロティ

ノスにおける分有はその原理を分有されるものの側に置いているとされる。この場合、分有とは

分有する側による暴力的模倣というよりは、分有される側からの賦与による産出となる。ドゥル

ーズはこのような分有のあり方を「流出的」とした上で、「流出」Émanation という語によって、

分有される側から分有する側への産出と、その両者の間の因果関係とを、「賦与」don, donation

という形で考える可能性を示唆している。つまり、「新プラトン主義」の分有とは、分有されるも

のの側を原因として、何かが賦与されることによって分有する側が産出される運動であり、「流

出」とはこのような産出を説明する概念だということになる。ドゥルーズは、流出という概念に

よって語られる賦与の関係は、賦与するもの、賦与されたもの、賦与されたものを受け取るもの

の 3項によって構成されていると考える20。賦与されたものとそれを受け取るものという分有の

関係を成立させている原理は、その 2項の上位に、それ自体としては賦与されも受け取りもしな

いものとして存在している。これが賦与するものであり、ここから賦与されたものと、それを受
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け取るもの（結果）の両者が発生することになる。つまり、分有の関係それ自体が、それを超え

た原理による賦与によって可能になるのだ。この場合、賦与されたものを受け取る諸々の結果

は、単に賦与されたものを所有することによってではなく、この 2項の上位にある賦与するもの

の力に与ることによってのみ、その存在を規定されるのである。 

 以上のように語られる「新プラトン主義」像は、少なくとも「プラトニスム」の枠組みにはも

はや収まらない思想であるように思われる。ドゥルーズの語る「プラトニスム」は分有するもの

の側から、分有されるものへの暴力を考えていた。一方で「新プラトン主義」は分有の原理を分

有されるものの側から考えるとされていたが、実際には原理は分有されるものをも超えて、分有

の関係自体を超えたものとして論じられている。この点で、「新プラトン主義」は単に「プラトニ

スム」とは反対の側から分有を考えたのではなく、「プラトニスム」においては想定されていなか

った領域を、分有の原理のために導入したのである。「新プラトン主義」における分有の原理とし

て語られた「賦与するもの」という概念について、ドゥルーズは続く記述において「一者」ない

し「流出因」という名を与えている。 

 ここまでの「新プラトン主義」像を以下のようにまとめることができるだろう。まず、「新プラ

トン主義」は分有の関係を、その関係を超えた原因「一者」ないし「流出因」によって基礎付け

ている。そして一者を原因とする諸々の結果は、一者によって賦与されたものを受け取るものと

して規定される。このような一者を原因とした賦与による諸存在者の産出ないし存在規定が、「流

出」という概念によって説明されている。『表現の問題』ではさらに、以上のような「流出因」

cause émanativeの概念がスピノザ的な「内在因」cause immanenteの概念と比較される。この中で

ドゥルーズは、「流出因」と「内在因」の概念的な隔たりを論じつつ、しかしそれでも「流出因」

が「内在因」へと接近する可能性を指摘している。  

 まず、ドゥルーズは「新プラトン主義」における「流出因」とスピノザ的「内在因」の差異

を、両者の産出の仕方に求める。議論の内容としては本稿第 2章の議論における超越的原理に基

づく階段的宇宙論と、内在性の浜辺の宇宙論との対比を繰り返すことになるので、以下にその概

要をまとめる。 

 

① 流出因の場合、結果は原因の内にはとどまらないが、内在因の場合、結果が原因に内在する。 

② 一者は、諸々の存在者に「存在」を与えるものであり、それ自身は「存在」を越えている。 

③ 諸々の存在者は一者との距離によって規定され、流出を原理とした階層的宇宙が成立する。 

④ 内在性の側では、「存在」はあらゆる存在者において同等である。 

⑤ 諸々の存在者は神から直接にその本性を分有する。原因は直接原因である21。 

 

一者ないし流出因を原理とした場合、諸存在者は一者とは区別される一者の外のものであり、一

者との間の距離を基にした階層的宇宙において規定、産出されることになる。一方で、内在因

（ないしスピノザ的実体）を原理とする場合、諸存在者は原因の内にあり、各々が直接的に神を

原因とするために諸存在者の間に階層が生まれない。つまり、流出因と内在因の間の差異とは、

それが諸存在者にとって遠隔原因であるか、あるいは直接原因であるかという点に存することに

なる。一見すると流出因と内在因とは全く正反対のものであるが、ドゥルーズは流出因の内に内
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在因の方へと歩み寄る可能性を以下のように示している。 

 

  新プラトン主義そのものにおいて、そしてストア派の影響のもとで、真の内在因が実際に流

出因と結びついているのである。・・・プロティノスは存在が統一状態における数と同一であ

り、諸存在者が展開された状態における数と同一であることをしめしている。すでにプロテ

ィノスには、一者の卓絶性と結びついた存在の同等性がある。ダマスキウスはこの存在の状

態の記述をはるか先へ推し進めている。そこでは多が一者の内に集められ、集中され、包括

されているが、一者はまた多の中に自らを展開しているのである22。 

 

流出因と内在因、遠隔原因と近接原因、あるいは一者の卓絶性と存在の同等性という対立する

諸概念が結びつくのは、一方で諸存在者が一者の内に包括され、他方で諸存在者の内に一者が展

開されるという 2重の関係においてだとされている。これをドゥルーズは「包み込む―展開す

る」complicare－explicareという概念によって説明する23。諸存在者に対して一者は卓絶している

が、しかし諸存在者は等しく一者を表現するものであり、一者は諸存在者によってそのあり様を

示されていると言える。そうであれば、一者がたとえ諸存在者に対してあくまで超越していたと

しても、諸存在者の内には同様に神が表現されているということになり、ここにドゥルーズは、

一者の卓絶性と、諸存在者における「存在すること」の同等性とが接続されると考える。一者に

包摂される諸存在者が等しく一者を展開しているという考え方のもと、ドゥルーズは「新プラト

ン主義」における諸存在者の同等性を主張しているのである。 

 『表現の問題』における「新プラトン主義」像を以下のようにまとめてみよう。まず、「新プ

ラトン主義」においては、それ自体は分有を超えている一者が分有の原理とされ、この一者からの

「賦与」という仕方によって諸存在者の発生ないしその存在規定を考えるのが、「流出」論だとさ

れた。これは分有を、分有するものによる分有されるものの模倣（という暴力）によって説明する

「プラトニスム」の分有観とは区別されなければならない。次にドゥルーズは流出因とスピノザ的

内在因とを、一旦は諸存在者にとっての遠隔原因であるか、あるいは直接原因であるかという観点

から区別する。遠隔原因は諸存在者との距離の差によって諸存在者の間に階層を設けてしまうが、

直接原因は各々の諸存在者の間に差を設けず、諸存在者を同等に扱うことになる。だがドゥルーズ

はここで、一者と諸存在者の間の「包み込む―展開する」という関係においては、本来は階層差を

設けるはずの流出因（遠隔原因）から、それとは反対に諸存在者の同等性が見出されると考える。

一者に包摂される諸存在者によって、等しく一者が表現され展開されているという考え方のもと、

ドゥルーズは「新プラトン主義」の内に、通常そこから帰結すると思われるような階段的宇宙論と

は異なる観点、諸存在者の存在の同等性という観点があることを主張するのだ。 

 

4. まとめ 

 

ここまでドゥルーズによる「プラトニスム」像並びに「新プラトン主義」像を確認してきた。ド

ゥルーズにおいて「プラトニスム」とは超越的規準を導入することによって諸存在者に階層を設け

る選別的教説であった。それに対してドゥルーズにおいて「新プラトン主義」は、一方では超越的
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原理としての一者ないし遠隔原因としての流出因を原因として、「賦与」による諸存在者の産出を

扱う「流出」の哲学であり、諸存在者は一者との距離に応じてその存在を規定された。ここには「プ

ラトニスム」から地続きの理論として24、階段的宇宙論としての「新プラトン主義」が考えられて

いる。他方で、ドゥルーズは以上のような「新プラトン主義」とは別の「新プラトン主義」像を考

える。超越的原理に基づく階段的宇宙論に対しては、各々の存在者が第 1原因を直接原因とするが

故に一義的に、あるいは同等に存在する「内在性の浜辺」の宇宙論が対比される。一者が遠隔原因

であるのに対して「内在性の浜辺」の第 1原因が諸存在者の直接原因である点で両者は大きく異な

るが、ドゥルーズは「新プラトン主義」においてこの一者の卓絶性と、「内在性の浜辺」から帰結

する諸存在者の同等性とが、「包み込む―展開する」という一者と諸存在者との間の 2 重の関係に

あって結び付くと考えた。諸存在者は一者から隔たってはいるが、等しく一者を展開し表現してい

るという点で同等であり、ここには本来流出因とは相容れないはずの内在因によって帰結するよう

な宇宙論の特性が示されていることになる。以上のように、ドゥルーズの考える「新プラトン主義」

像とは、一方で分有の関係を超えた一者を原理とした流出論であるが、それは必ずしも「プラトニ

スム」と地続きの階段的宇宙論を帰結するのみではなく、それと対立するような諸存在者の同等性

という観点もまた帰結し得るのだ。言い換えれば、ドゥルーズの考える「新プラトン主義」ないし

流出論は、もはやプラトン的階段的宇宙論の枠に収まらない独自の思想なのである。そうであれば、

われわれはドゥルーズのテクストを読み解くにあたって、例えば序で言及したアラン・バディウに

よるドゥルーズ批判のように、ドゥルーズ哲学における「プラトニスム」と「新プラトン主義」の

差異を無視してまま議論を展開してはならない。ドゥルーズと広義のプラトニスムとの関係を考え

る上で、「プラトニスム」と「新プラトン主義」を他ならぬドゥルーズ自身が明確に区別して論じ

ているということを明らかにすることが、本稿の企図であり、概ね達せられたのではないだろうか。 
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1 Alain Badiou, Deleuze《La clameur de l’Être》, Fayard, 2010, p.30、p.42. 
2  Badiou の直接的影響下におけるドゥルーズ論としては例えば Slavoj Zizek, Organs without 

Bodies :Deleuze and Consequence, Routledg, 2004が挙げられるが、この書籍はドゥルーズに対するある種
の政治的態度表明の著作であって、そのテクストを読解しようという意図のもとに著されたものではな
い（この点に関しては鹿野祐嗣「ドゥルーズ『意味の論理学』の注釈と研究—出来事、運命愛、そして永
久革命—」p.83-103に詳しい）。Badiou的ドゥルーズ批判をテクスト読解に反映させた研究としては千葉
雅也『動きすぎてはいけない』を挙げるべきだろう。千葉はドゥルーズ哲学における「一者—全体」の存
在を認め、それを重視する「ホーリズム」としてのドゥルーズ哲学に対抗する「切断的ドゥルーズ」像
を提示する。これは Badiouによる指摘をある程度認めた上で、ドゥルーズの別側面を強調することでド
ゥルーズを擁護せんとするものであり、きわめて独創的な読解の一例と言えるだろう。それに対して渡
辺洋平『ドゥルーズと多様体の哲学』は Badiouのドゥルーズ批判や千葉の応答に言及しつつも、ドゥル
ーズ哲学それ自体はあくまで反プラトニスムである、と結論付けている。さらに言えばGregory Flaxman

は Badiouや Zizekによるドゥルーズへの言及を、ドゥルーズにおけるニーチェの格下げを意図するもの
と評価している。本稿では扱うことはできないが、確かに例えば「プラトンとシミュラクル」において
ドゥルーズが「プラトニスムの転倒」に言及する際の参照項がニーチェであることを踏まえれば、ドゥ
ルーズとプラトニスム、という問題設定は本来その両者の間に留まらず、ニーチェないしドゥルーズに
よるその受容を避けて通ることはできないだろう（Deleuze and the fabulation of philosophy, University of 

Minnesota Press, 2012, p.14を参照）。いずれにせよ、ドゥルーズとプラトニスムを巡る問題提起は、現状
プロブレマティックなテーマであると言えるだろう。 

3 本稿では、『意味の論理学』（1969）までのテクストを「前期ドゥルーズ」、それ以降を「後期ドゥル
ーズ」と整理する。ドゥルーズは 1956年のベルクソン論をはじめとして初期から、晩年は『哲学とは何
か』（1991）に至るまで、絶えずプラトンへの関心を払っていた。 

4 LS,p.292. 
5 CC,p.170. 
6 LS,p.296. 
7 「プラトンとシミュラクル」において、ドゥルーズはコピーの間の善し悪しの選別という議論から

一歩進んで、イデアと類似しないもの、シミュラクルという独自の概念を導入することによって、「シミ
ュラクルの抑圧」という側面を「プラトニスム」の内に読み込んでいく。イデアとの類似性を保証され
たコピーの間に階層的秩序を設ける思考を、イデアと非類似のものの存在を指摘することによって批判
することこそが「プラトンとシミュラクル」というテクスト、ならびに前期ドゥルーズ哲学における「プ
ラトニスムの転倒」の企図である。イデアとの非類似によって定義される「シミュラクル」概念は同一
性に回収され得ない「差異」の概念的基盤として『差異と反復』においても重要な役割を為すことにな
る。そのため本稿がドゥルーズにとっての「プラトニスム」を論じる際に「シミュラクル」概念に言及
しないことは不自然に感じられるかもしれない。だが、本稿としてはドゥルーズ自身の哲学からの「プ
ラトニスム」に対する批判的評価とは別に、まずドゥルーズがいかなる思想を「プラトニスム」として
理解したのかという点を明らかにしたいと考える。そのため、「シミュラクルの抑圧」というドゥルーズ
哲学側からの批判的「プラトニスム」像に関する言及は差し控える。 

8 CC,p.171. 
9 引用部からもわかるように、ドゥルーズは超越性の導入に対して批判的であり、続くテクストにお

いてプラトニスムへの反発として内在性を復権することについても言及している。そのため、超越性の
導入という指摘自体もドゥルーズ自身の中では反プラトニスム的評価であり、「シミュラクルの抑圧」と
同様にニュートラルな「プラトニスム」像としては不適切に思われるかもしれない。だが、「シミュラク
ルの抑圧」はプラトンが実際に考えていたか不明である「シミュラクル」という独自概念を持ち出して
「プラトニスム」批判を行っているのに対して、「超越性の導入」はドゥルーズ独自の概念ではなく、そ
の事柄自体はあくまで「プラトニスム」の解説の範囲にとどまっている。 

10 Duex régimes de fous, Minuit, 2003, p.244. 
11 その存在することが多義的である諸存在者が、イデアとの類似性を規準として階層化される場合、

諸存在者の間では「存在すること」に関する類比関係が成り立っていると言える。よって註 10の引用部
においてドゥルーズは「多義的あるいは類比的」と述べることができる。本稿註 14に詳述する「存在の
一義性」と「存在の多義性」の対比は、同時にドゥルーズにおいては「存在の一義性」と「存在の類比」
の対比でもある。Deleuze, Différence et Répétition, PUF, 1968, pp55-57. 

12 この背景には Maurice de Gandillac の新プラトン主義研究があり、ドゥルーズは La Philosophie de 

Nicolas Cues, Aubier 1942、および La Sagesse de Plotin, Hachette, 1946に関して他のテクストにおいても
度々言及している。筆者は本稿の段階でこれら著作に目を通すことはできていない。 
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13 Deux régimes de fous, pp.244-245. 
14 「存在の多義性」と「存在の一義性」との対比はドゥルーズ自身の哲学にも採用されている。「存在

の多義性」とは神とそれ以外の存在者とでは「存在する」という動詞の意味が異なるという立場を表わ
し、他方で「存在の一義性」とは神と他の存在者との間で「存在する」という動詞は同じ意味で言われ
ているとする立場を表わす。ドゥルーズは前者を存在の程度差によって諸存在者に階層を設ける思想と
して、また後者を諸存在者の階層性を破壊する思想として理解している。Différence et Répétition, pp.52-61. 

15 もちろんドゥルーズは上の宇宙論をそのまま「新プラトン主義」の宇宙論として語っているのでは
ないが、このような一見正反対とすら思われる理論へと「新プラトン主義」が接近する可能性に言及し
ている。 

16 SPE,p.153. 
17 SPE,p.154. 
18 Ibid. 
19 SPE,p.153. 
20 SPE,pp.154-155. 
21 SPE,pp.155-157を参照。 
22 SPE,p.158. 
23 SPE,pp.159-160. 参照項としてドゥルーズはクザーヌス『学識ある無知について』第 2部を指示して

いる。引用部で既にダマスキウスに言及していることからも分かる通り、ドゥルーズが内在因への流出
因の接近を論じる場合、対象となるテクストはもはやプロティノスに限定されなくなる。そのため本稿
が論じる対象はあくまでドゥルーズの「プロティノス」像ではなく「新プラトン主義」像となる。なお
ドゥルーズが参照する「新プラトン主義」の哲学者たちの思想とプロティノスの思想それ自体を比較検
討することは本稿の企図を外れ、かつ筆者の手には余る作業である。 

24 もちろん、「プラトニスム」における超越的規準は、「新プラトン主義」における超越的原理として
の一者とは区別されなければならない。第 3章で確認した通り、一者は分有を超えたものであり、分有
されるものとは区別されなければならない。諸存在者によって分有されている超越的規準と、分有を基
礎付ける原理たる一者とは位相が異なる。 


